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ロータリー月間     今月：ロータリー親睦活動    来月：  

【高萩ＲＣ創立 50 周年】 ５月１９日例会より 

『 地区研修協議会出席報告』 
  

各次年度委員長より発表 
職業奉仕委員長：佐藤利雄 

           前年の鈴木直登委員長

に          に倣ってやっていきた

い          い。建設業協会の高萩支

部          部で秋山中と松岡中で 

           建設業の魅力について

話したことがありまし

た。うまく伝わったかは 

分かりません。皆様のご指導をいただき行ってい

きます。よろしくお願いいたします。 

青少年奉仕委員長：大平敏明 

           地区研修協議会は欠席

でした        でした。次年度は萩っ子

英語         英語プレゼンテーショ

ンを         ンをたかはぎＦＭラジ

オ          オの放送枠を買い取り 

           約２か月毎週行います。 

クラブ管理運営委員会（公共イメージ向上）：小

森勇一 

 

毎年張り切って、バ

スに乗ってみんな

で参加した地区研

修協議会。今年は、

コロナ禍のなか、一

変して、オンライン

開催となった。 

 

地区役員の皆さんは、筑西市のダイヤモンドホール

で、いつものように集まり、私たちは、地元の例会

場に集まり、オンラインで参加しました。 

それでも、本会場の熱気を受け止めることができた

ように思います。 

「奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために」

次年度、ロータリーの目標は、英文は簡潔だが、日

本語の目標は格調高く、わかりやすい。 

シェカール・メータ会長エレクトはインドの方なの

で、メッセージを読んでも、その気持ちがよく伝わ

ってくる。新井和雄ガバナーエレクトの、次年度方

針説明も、熱意溢れる様子が映像から伝わってきた。

「地球の未来を想い 地域社会に貢献しましょう」

という、第 2820 地区スローガンも、国際ロータリ

ーの方針を受け止めて、しかも、国際連合 SDG ｓ

を意識した分かりやすい言葉で、頼もしい感じでし

た。 

 高橋賢吾パストガバナーから、「ＲＬＩ、ロータリ

ーリーダー養成研修」の再開について方針説明があ

った。これは大変だが、ぜひとも参加したいもので

す。 

 田中敏裕さんの「ＳＤＧ s 世界の幸福量を増やす

ために」の基調講演も、熱のこもった、現場の経験

を実感させるものが、伝わってきた。私たちの奉仕

の意味を深く考えさせるものがありました。 

 次は大髙司郎クラブ奉仕総括委員長をトップバッ

ターに、7 人の総括委員長から、次年度の方針説明

があった。各委員長さんの熱意に敬服した次第です。 

 

月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ５月 １９日 出席報告 

６月 ２日 年度計画プログラムフォーラム補佐訪問 会長・プログラム・雑誌委員長 会員数 出席者 欠席者 

６月 ９日 クラブ戦略計画策定（クラブ協議会 会長・幹事 ３３ １６ １３ 

６月１６日 次年度への引継ぎ（クラブ協議会） 現年度各委員長 出 席 率 ： １００ % 

６月２３日 一年回顧 会長・幹事 前々週訂正 ： １００ % 
 
事 務 所 ： 〒318‐0033 高萩市本町 2‐65 

常陽銀行高萩支店内 TEL/FAX ： 0293-24-0505 

会    長 ： 田所 和雄 

幹    事 ： 大河原 浩 

■URL  https://www.takahagirc.jp  例    会 ： 毎週水曜日 12:30～ 13:30  

■E-Mail ：takahagi-rotaryclub@h7.dion.ne.jp  公共イメージ委員: 石 君平 和田昌也 小森勇一 大髙司郎
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国際ロータリーのテーマ 

 

四つのテスト 
言行はこれに 

照らしてから 
1.真実かどうか 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 

https://www.takahagirc.jp/


国際奉仕委員長：棚谷稔 

        この指とまれのプレゼンテーシ

ョンの     ンの締め切りが７月１０日です。 

        高萩ＲＣの活動はお休み状態で

すの      すので、地区の７月１９日の協

議会で決めていきたい。 

会員組織委員会 委員長：大河原 浩 

（職業分類会員選考 会員増強維持 ロータリー

情報研修） 

各委員会総括委員長より、

新年度研究会及びセミナー

のお知らせがありました。 

①会員増強委員会としては、

６月２０日（日）『元気なクラブつくりをお手伝い』

と題して、会員の維持と会員の増強についてセミナ

ーが開催されます。 

②２０２１－２２年８月～１０月にかけて、各クラ

ブへの出前卓話が準備される。「会員増強」「公共イ

メージ向上」「クラブ戦略計画」など 

地区クラブ奉仕委員長：大髙司郎 

 

 

 

 

 

 

今年度のロータリー賞について 

日立ＲＣにて公共イメージについて卓話 

[きちんとロータリーバッジをつけましょう] 

コロナ禍での奉仕活動 

高槻西ＲＣ ２００本のバラを病院に 

古河ＲＣ ＳＤＧｓ宣言後体温計 100 本寄贈 

 

会長挨拶 2021.05.19 田所和雄 

 

皆さんこんにちは。今年 

は例年よりひと月近く早

い梅雨入りになりそうで

す。若葉の緑が目に沁みる

この頃ですが、雑草の成長 

も例年より早いようです。花貫川のアジサイ

ロードの雑草もこの２週間でアジサイの背丈

近くまで伸びてきました。今月中には、草刈

りが必要だと思います。アジサイの季節の前

に、棚谷さんのチームにお願いしたいと思っ

ております。 

今月は、青少年奉仕月間ですが、次年度の

地区補助金申請事業として、萩っ子英語プレ

ゼンテーションを、たかはぎＦＭのラジオで

放送するという素晴らしい企画が進んでいま

す。世界と日本のつながりの分かる国際感覚

を身につけた萩っ子が育っていく事を期待し

たいと思います。 

本日の例会は、５月９日に開催された地区

研修・協議会に出席した各委員会の皆さんの

報告です。オンラインでの研修会でしたが、

次年度に向けた取り組みの報告をよろしくお

願いいたします。 

また、次回の例会は、５月２３日（日）の

地区大会です。会場への出席は、地区クラブ

奉仕総括委員長の大髙司郎さん、会長の私、

幹事の大河原浩さんの三名だけになります。

会員の皆さんは、この月乃家の例会場で、オ

ンラインでリアル映像を見る形での参加とな

りますが、多数の参加をお願いいたします。

地区大会プログラムをお配りしてありますが、

２４、２５ページに当日のプログラムが載っ

ています。大髙司郎さんは、クラブ奉仕総括

委員長の報告のみならず、パネルディスカッ

ション「茨城海岸美化プロジェクト」のパネ

リストとしても壇上に上がります。多くの皆

さんで参加して声援を送りたいと思います。 

地区大会当日は、午前９時より、この月乃家

さんにリアル映像鑑賞会場を設置し、昼食等

も用意しますので、会員の皆さん揃っての映

像鑑賞をよろしくお願いいたします。 

 

 

2020 年 5 月 19 日（水） 幹事報告 

１、 新井ガバナー事務所より、ロータリー希望

の風奨学金支援お願いの件で関わる 

お詫びと訂正の文章が届く 

２、 ハイライトよねやまが届く 

３、 水戸、水戸東、水戸西、水戸南 RCより、週

報が届く 

４、 第５０回高萩まつり開催中止の案内が届く 

５、 高萩市国際交流協会総会書面決議の結果が

届く 

６、 長久保赤水顕彰会より、国の重要文化財指

定と教科書掲載を祝って原稿募集の案内が届く 



【メークアップ】 

５／１８ 日立 RC 例会(卓話者) 大髙司郎 

５／１９ 第４回戦略計画委員会会議 

小谷松政紀、大髙司郎、田所和雄、鈴木直登、 

大河原浩 

 

【ニコニコ BOX】 

棚谷稔さん：先週土曜日、コロナワクチンを接種

しました。感染には十分気をつけましょう。 

鈴木直登さん：東京在住の中学同級生、6 月 5 日

集団での注射、一発で予約出来たそうだ。私もネ

ットで予約完了。  

佐藤利雄さん：コロナウィルスにてストレスたま

る。 

石君平さん：早くも梅雨入りでしょうか。気がめ

いります。  

田所和雄さん：5 月なのに梅雨空が続いています。

五月晴れはどこに？趣味の山登りが続けられるよ

う、ストレッチに励んでいます。  

大髙司郎さん：バスケット茨城ロボッツの B1 昇

格おめでとうございます。いつか観戦したい。  

花園文熙さん：5月23日は地区大会となり御苦労

様です。 

大平敏明さん：ワクチンの見込みがついたからか、

例会会場の雰囲気が晴れやかに感じます。 

小森勇一さん：梅雨が始まったような天気です。

鈴木国男さん、江尻寛さん、福田文乃さん、大河

原浩さん 

 

本日計  １３，０００円 

   累計 ６２１，５００円 

 

 

【ロータリー財団】 

本日計  １５，０００円 

累計 ４６９，３９７円 

 

【ポリオプラス】 

本日計   １，０００円 

累計  ５２，９５２円 

 

【米山記念奨学会】 

本日計  ４３，０００円   

累計 ３７６，７１０円 


